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会長挨拶 

 

去年から今年にかけてコロナウイルスが猛威を振るい、ボードゲームに関しても向かい合

って遊ぶことができず、オンラインで活動する期間が続いた。また、最近ではスマートフォ

ンや PC で遊ぶ電源のゲームが娯楽として大きな比重を占めていると感じる。 

 

もちろんそれらの娯楽の気楽さは良いものであるが、幼い頃の公園での友人と下らない遊

びや、学校で隠れて遊んだカードゲームのような少し懐かしく、ゆったりとした独特な楽し

さが顔を合わせて遊ぶボードゲームにはある。気兼ねなく集まって遊び、楽しめる環境がま

た戻ってくることを切に願う。 

 

この冊子で少しでもそんなボードゲームの楽しさが読者の皆様に伝われば幸いである。 

 

文責: 電気通信大学 非電源ゲーム研究会会長 山田 裕司 
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[タイトル] ダイスフォージ (Dice Forge) 

[制作] Libellud (日本版はアークライト) 

[プレイ人数] 2 ~ 4 

[プレイ時間] 30 分 ~ 1 時間 

 

[概要] 

自身の持つ 2 つのダイスを振り、その出た目に書いてある資源を得て、その資源を用いて

カードとダイスの面を購入することができる。そうした拡大再生産ののちに自分だけの最

強のダイスを作成することで勝利点(ゲーム終了時に勝敗を決めるための点)を大量に稼ぐ

ことを目指すゲームである。ボードゲームになじみのある方々への紹介であればサイコロ

版ドミニオンというのがいいかもしれない。 

 

[少し詳しいルール] 

ダイスから資源には特殊なものを除けば太陽、月、ゴールド、勝利点があり、太陽と月はカ

ードの購入に、ゴールドはダイスの面の購入に充てることができる。毎ラウンドに 1 回ず

つ自身のターンが回ってきて、ターンの開始時には全員がダイスを振りその目の資源を得

る。自身のターンに行うことができる行動は 1 枚カードを購入するかダイスの面を 1 種類

から 1 つまで任意の数購入するかの 2 つ。1 ターンに一度だけ太陽を 2 つ払うことでもう 1

度前述の行動のどちらかを行うことができる。 

カードには効果と勝利点があり、効果はないものの大きな勝利点をもつもの、ダイスを何度

も振れるもの、自身のターンが回ってくるたびに効果を発動するものやダイスに特殊な面

を追加する効果をもつものなど多彩な種類がある。カードには基本セットのほかにも上級

カードセットがあり、入れ替えたり混ぜたりするのも面白いし、プロモカードを入れてドラ

フトを行ったりして異なるゲーム性を楽しめる。 

 

[拡張] 

拡張には「女神」と「タイタン」の 2 つがあり、どちらの拡張でも特別なダイスの面と拡張

ボードが追加される。 

「女神」では、すごろくのようなボードとそのすごろくを進めるダイスの面、またそれらに

関連するカードが追加される。特徴的なのはすごろくボードのマスに書かれた効果で、大き

な勝利点を得るものや非常に強い面をもつ「天空ダイス」なるものを振ることができるもの

など強力なものが多い。 

「タイタン」では棒グラフのようなボードとそのボードの上を左右に移動するダイスの面

またそれらに関連するカードが追加される。ゲームの終了時に追加ボードの右にいればい

るほど大きな勝利点を得ることができる代わりに、左に進むことによって月と太陽のどち

らとしても使える非常に強力な資源が得られるため、左右どちらかに進むかによって大き
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く戦術が左右される。 

 

[魅力] 

ダイスの面を書き換えるという奇抜なアイデアからなされる、ドミニオンなどのゲームに

代表される自分のデッキを入れ替えることによって自身を強化する楽しみとそれが有効に

機能するかはある程度の運が作用するというドキドキ感の両立が本ゲームの魅力である。

勝利点を稼ぐゲームというのは総じてルールが非常に複雑になりやすく、ルールを理解す

るだけで小一時間を要するようなものが多いが、このゲームはそのようなゲームに比べ、ル

ールはシンプルでなおかつそのようなゲームに見られる拡大再生産の面白さを十全に含ん

でいる。人生ゲームや大富豪といったものより少し複雑で、なおかつ王道といってもいい勝

利点を稼ぐボードゲームをプレイしたい方には一押しのゲームである。また、Board Game 

Arena というサイトで無料で(友達とでも)プレイできるので興味が出た方は是非プレイし

てみて欲しい。 

 

[ちょっとした攻略] 

初めて勝利点を稼ぐようなゲームをする方や、友人とこのゲームを遊ぶ予定があり、初○り

を行い方へのちょっとした攻略情報をここへ記したい。なお文量の関係から、基本カードセ

ットを使用している場合についてここでは扱う。 

 

- 重要なこと 

このゲームで最も重要な点は勝利点はどこから得られるのかという点である。このゲーム

において最も簡単に大量の勝利点を獲得する方法はカードから得点を得ることである。そ

のためには月や太陽が必要であり、そのためにはダイスの面を強化する必要があるため、ゴ

ールドが必要で…といった具合であり、一般的な流れとしては以下のようになる。 

 

{ ゴールドのダイスの面を購入 -> 月や太陽のダイスの面を購入 -> カードを購入 } 

 

1 度プレイすればすぐにわかることであるが、ここで問題になるのが資源が上限を超えたり

余るという問題が発生することである。特にダイスの面を強化しきった後はゴールドが非

常に余りやすいため、「鍛冶神のハンマー」や「賢者」といったカードを序盤に購入し、ゴ

ールドを点数に変換することをお勧めする。このゲームではカードは 1 種類につき人数分

しか用意されないため、上記の 2 枚のカードを買い占められた状態でゲームが進むと非常

に不利になるため注意したい。また、太陽は上記の追加行動を行うことで能動的に消費でき

るが、月は基本的にカードの購入以外では使わないため、月が余ってしまわないようにする

ことも重要である。 
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- 強そうな戦術 

上記の注意を踏まえた上で筆者の考える強そうな戦術をランキング順に紹介する。特に 1 位

は決まった場合の破壊力は凄まじい。 

 

1 位. ハンマー買い占め 

このゲームで最も点数が高いカードは太陽と月を 5 つずつ必要とする「ヒュドラー」の 25

点である。しかし、わずか月 1 つの「鍛冶神のハンマー」も完走した場合、25 点を得るこ

とができる。「鍛冶神の宝箱」を購入しない限り月と太陽を 6 つずつしか所持できないこの

ゲームにおいて「ヒュドラー」を 2,3 枚購入することはそう簡単ではないが、ゴールドが余

るハンマーを 2,3 枚完走することはそれに比べて圧倒的に簡単である。よって序盤に場のハ

ンマーを買い占め、ゴールドを多く得られるダイスの面をひたすら購入したのちに中盤以

降「冥府の渡し守」「ゴルゴーン」といった点数の高いカードを買うことによって他の人と

の点数差をつける戦術である。この戦術はハンマーの強力さに気付いていない友人を破壊

するのに非常に有効であり○狩りにもってこいである、ライバルに差をつけろ。 

 

2 位. 1 刀流 

このゲームでは太陽によって追加の行動を得ることができる。それを利用することによっ

て、1 ターンに 2 枚のカードを買うことが可能である。それを利用して他のプレイヤーより

多くのカードを得て勝利を狙う戦術である。この戦術で重要なのは「スフィンクス」、「鍛冶

神の宝箱」である。序盤はとにかく片方のダイスの面の太陽の密度を高めることに集中する。

なぜなら太陽のダイスの面はほぼ全員のプレイヤーが必要とするため非常に競争率が高い

からである。ある程度ダイスが完成し始めたら、「スフィンクス」購入を目指す。「スフィン

クス」の効果に自身の太陽を大量に搭載したダイスを指定すれば間違いなく 2 個以上の太

陽が手に入るはずである。これによって、「ヒュドラー」「ゴルゴーン」「スフィンクス」を

多く購入して勝利を目指す。余裕があれば「鍛冶神の宝箱」を 1 つ買っていれば「スフィン

クス」を 1 ターンに 2 枚購入したり、「スフィンクス」から「ヒュドラー」といった夢のコ

ンボも可能である。 

 

3 位. 3 倍アイスクリーム 

あまり人気のないカードである「隠れ兜」で得られるもう片方のダイスの効果を 3 倍にす

る面を片方のダイスに集め、勝利点を直接ダイスから得ながら、「ヒュドラー」「ゴルゴーン」

「冥府の渡し守」を狙う戦術である。上の 2 つの戦術に比べればパワーは劣るが、上記 2 つ

の戦術は「鍛冶神のハンマー」や「スフィンクス」、太陽のダイス面などのキーとなるもの

が買い占められなかった場合に他人と点数の差がつかず成立しないため、その場合に目指

したい戦術である。ここではダイスをそれぞれ A,B で区別する。序盤はダイス A に月の面

を集め、「隠れ兜」の購入を目指す。兜の購入に成功したらダイス B に 3 倍の面を搭載する。
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この後はダイス A に強力な面を集めつつ、「隠れ兜」「スフィンクス」を購入していきなが

ら、上記の点数の高い 3 枚の購入を目指していく。 

 

- 終わりに 

ここでは上級、プロモカードや追加ボードがない場合を紹介したが、「鍛冶神のハンマー」

は大抵の場合強力なカードであるため早めの購入をお勧めする。また、筆者の感想では 4 人

で行うのが最も面白いと感じたので、もし今から人を集めるのであれば 4 人でのプレイを

推奨する。是非ダイスを振る楽しさと拡大再生産の奥深さのあるこのゲームを楽しんで欲

しい。 

 

文責: 山田 裕司 
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【タイトル】Love Letter 

【製作】株式会社アークライト 

【プレイ人数】2～4 人  

【プレイ時間】5～10 分  

〈概要〉 

ここではない場所、今とは違う時代、とある小さな王国に、美しい姫がいました。その姫は

気立てが良く、誰とも分け隔てなく接したため、国の皆から好かれていました。 

そんな姫に心から惚れ込んだ若者たちは、姫の心を射止めるべく、恋文をしたためることに

しました。城に仕える様々な者たちに協力を仰ぎ、自らの思いを姫に伝えようとする若者た

ち。彼らは一癖も二癖もある協力者たちの力を使い、見事姫に恋文を届けることができるで

しょうか？ 

 

〈ゲームシステム〉 

プレイヤーは姫に恋する若者として、彼女に自分の想いをつづった恋文を届けようとしま

す。 

 各プレイヤーは、それぞれ 1 枚のカードを手札として持ちます。手番がきたプレイヤー

は山札からカードを 1 枚引き、どちらかを場に出します。場に出したカードを様々な効果

であなたを助けてくれます。自分の手札がばれないように、うまくカードを選びましょう。

また、相手のカードを推理すれば、相手を脱落させることができます。 

 他のプレイヤーを全員脱落させるか、山札がなくなったときに最も強さの数字が大きい

カードを持っていたプレイヤーが勝者となります。 

 

〈魅力〉 

 このゲームは 1 回のプレイが約 5～10 分と短いため、手軽に何回も遊ぶことができます。

ルールが非常に簡単で基本的に自分の手番にすることは、1 枚引いて 1 枚捨てるだけなので

初心者の方でもすぐに遊ぶことができます。勝敗には運の要素も関わるため、誰でも勝てる

チャンスがあり、手軽さ、ルールの簡単さと合わせて初心者でも遊びやすいゲームになって

います。それに加えて、場に見えているカードから残りの枚数を考えたり、相手の捨てる順

番などから相手の手札を推測したり頭を使う要素もあります。 

 基本カードに加えて、追加カードも用意されており、少し違うゲームを楽しむことができ

ます。また、このゲームには「ラブクラフトレター」や「XENO」、「シークレットムーン」

など多くの派生作品があるので、このゲームを面白いと感じた方は是非遊んでみてくださ

い！ 

 

-参考文献- 

[1]Love Letter 第 13 刷, 株式会社アークライト, 2014 年 
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文責：diego 
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【タイトル】El Grande 

【製作】HANS IM GLÜCK 

【プレイ人数】2~5 人 

【プレイ時間】90 分 

 

〈概要〉 

このゲームは 9 ヶ所の土地に自分の兵を置いていき、その兵の数が何番目に多いかで得点

を得るというゲームです。アクションカードを使って状況を変え自分を有利にしていき、逆

転も可能です。 

 

〈システム〉 

・アクションカードの取り方 

各プレイヤーは自分用に 1~13 まで書かれたカードを持っています。これを一人ずつ出すの

ですが、数の大きいプレイヤーからアクションカードをとっていきます。 

 

・アクションカード/数字のカードの説明 

アクションカードは毎ターン固定の 1 枚と毎ターン変わる 4 枚があります。また、それぞ

れ置ける兵の数が異なっており、どのアクションを行いたいかの他にもいくつ置きたいか

も重要になります。 

また、各自の持つ数字のカードには兵を手元にいくつ足すかが書いてあります。小さい数ほ

どたくさんもらえます。 

 

・兵の置き方 

王という中立なコマのいる土地に接している土地にしか置けません。また、王のいる場所に

も置くことはできません。なので、それらの土地以外の場所に置きたいのならば、王を移動

させるしかありません ( アクションカードを使うという方法もあります ) 。また、塔とい

う場所があり、ここにはいつでも入れられます。ただし、誰がいくつ入れたかは見えないの

で自分で覚えるしかありません。 

 

・順番決め 

ターンの最初の人の決め方は、前のターンで、最も小さい数字のカードを出した人となりま

す。なので、次のターンに一番になりたいと思うならば、小さい数字を出す必要があります。 

 

・得点計算 

まず塔を見てそこの得点計算をした後、そこにあった自分の兵を一ヶ所にすべて置きます。

その後すべての土地の得点計算をしていきます。兵士の数の多い人ほど多くの得点が取れ
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ます。 

 

・全体の流れ 

全 9 ターンで、3, 6, 9 ターン後に得点計算を行います。最も得点の高かったプレイヤーの勝

利です。 

 

〈魅力〉 

アクションカードの効果や、自分がこのターンに置きたい兵の数、次回のプレイする順番な

ど、様々なことを考え、駆け引きが生まれます。地道にアクションカードで得点計算を重ね

伸ばす方法もありますし、塔にたくさん入れて一発逆転を狙うこともできます。 

また、”Big Box” には拡張が入っており、これによってより戦略の幅が広がってより楽しめ

ると思います。 

 

文責（とも） 
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【タイトル】お邪魔者 

【制作】Amigo 社/Frederic Moyersoen 

【プレイ人数】3-10 人 

【プレイ時間】30 分 

  

「概要」 

 プレイヤーは金鉱堀となって金鉱を掘り当てるために道を掘り進めます。しかし、金鉱

堀の中にはお邪魔者が何人かまぎれており、その人数はプレイヤーの人数によって変わり

ます。お邪魔者は金鉱堀が金鉱を掘るのを邪魔してきます。さらに、プレイヤー同士はお

互いが金鉱堀なのかお邪魔者なのかが分からない状態でゲームを始めるため、金鉱堀側は

誰がお邪魔者なのか、お邪魔者チームは誰が味方のお邪魔者なのかを早めに見極めておく

必要があります。お邪魔者の妨害をかいくぐり、金鉱堀は金鉱を掘り当てることが出来る

のでしょうか。 

 

「ゲームシステム」 

  このゲームでは、初めに役職カードによって金鉱堀かお邪魔者にチーム分けされま

す。金鉱堀チームの勝利条件は、手札から通路カードを置いて場においてある金鉱カード

まで繋げることで、お邪魔者チームの勝利条件は、すべてのカードを使い終わった段階

で、それでも金鉱堀が金鉱にたどり着いていなければ、お邪魔者チームの勝利となりま

す。金鉱堀やお邪魔者はそれぞれ様々なカードを使って自身の目的を果たしていくことと

なります。カードには様々な効果があり、それを紹介していきます。まず、通路カードで

す。通路カードはその名の通り通路の絵が描いてあり、十字路や T 字路、一本道や行き止

まりなどがあります。お邪魔者は行き止まりなどを用いて金鉱への道を閉ざすなどといっ

た使い道があります。しかし、落石カードという場にある通路カードを一つ消すことが出

来るカードによって行き止まりを消したり、逆に金鉱への道を消すこともできます。次

に、金鉱カードの裏を見ることが出来るカードです。場には金鉱カードが３枚あり、その

うち金鉱があるのは一つだけです。このカードを使って裏をみることでその金鉱カードに

本当に金鉱があるかどうかが分かります。このカードをもとに、金鉱堀チームはどの金鉱

カードに向かうかの方針が経つと思います。逆に、お邪魔者は嘘の情報を教えて金鉱堀を

混乱させることが出来ます。そして、道具の描かれたカードもあります。道具を壊すカー

ドを他のプレイヤーに使うと、そのプレイヤーは通路カードを置けなくなります。道具を

直すカードも存在しているため、相手陣営には壊すカードを、味方の道具が壊されたら直

すカードを使ってあげたりするという使い方になると思います。道具には、トロッコ、ラ

ンプ、つるはしの３種類あり、道具が壊れた時には対応する道具の修理カードを使う必要

があります。 
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「ゲームの魅力」 

このゲームではお互いの役職がわからないため、誰が味方で誰が敵かを推理したり、話し

合いをしたりと、プレーヤー間のやりとりが非常に面白いゲームです。お友達とぜひプレ

イしてみてください！ 
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【タイトル】ストーンエイジ 

【製作】Hans im Gruck 

【プレイ人数】2~5 人 

【プレイ時間】40~90 分 

 

 

〈概要〉 

ストーンエイジは石器時代の部族となり、食料や木材などの資源を獲得していき、資源を使

って家の建築や文明を発展させてポイントを稼ぎで他のプレイヤーと勝負するワーカープ

レイスメントゲームの一種です。資源の獲得の際にダイスを振り、出た目に応じて資源の獲

得量が変わるといった運要素が特徴的です。 

〈システム〉 

各プレイヤーは初めに人間コマ５個と食料１２個を保有します。 

この人間コマを様々な設置場所に置いて仕事をさせることで、資源やポイントを獲得して

いきます。 

食料を獲得する場所以外には各設置できる場所に入れる人数に上限があるので、狙ってい

る場所に速くいかないと他の人に場所を占拠されてしまうこともあります。 

以下各設置場所についての説明 

・資源タイル 

 - 食料、木材、レンガ、石材、金の資源獲得場所があります。各プレイヤーが人間コマを

設置した後、人間コマを設置した数分だけダイスを振ります。食料は出目の数÷2、木材は

÷3、レンガは÷4、石材は÷5、金は÷6 分だけ獲得します。 

・建築タイル 

- 指定された資源を消費することによって建築物を獲得することが出来ます。人間コマを一

人分置くことで獲得できます。獲得するのが難しい資源を多く消費する建築物ほど得られ

るポイントが大きいです。一度のターンに建築物は 4 つ公開されています。 

・文明カード 

 - 食料以外の資源(なんでもよい)を消費することで獲得することが出来るカードです。人

間コマを一人分置くことで獲得できます。カードに書いてある資源やポイントを獲得する

ことができます。こちらも同時に 4 枚公開されています。 

・家 

人間コマを二人分置くことで人間コマを一つ獲得できます。先着一人のプレイヤーまでし

か利用できません。 

・工房 

各ラウンドの終了時ダイスの目を 1 だけ増やすことが出来るアイテムを獲得できます。先

着一人のプレイヤーまでしか利用できません。 
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・畑 

ラウンド終了時に食料の消費(後述)を１つだけ少なくすることが出来る畑を獲得できます。

先着一人のプレイヤーまでしか利用できません。 

〈ゲームの流れ〉 

① 予めプレイヤーが人間コマを置く順番を決めて置き、その順番通りにコマを一か

所に好きな数置きます。置いたら次のプレイヤーが置きます。これを置いていない人間コマ

が無くなるまで行います。 

② 先程決めたプレイヤーの順番に人間コマを回収していき、置いた場所の処理を行

います。回収する順番はプレイヤーが好きに決めます。 

③ 自分の人間コマの数分だけ食料を払います。払えない場合はその分だけ他の資源

を払います(この世界では黄金も食べ物です)。それでも無理な場合は全ての食料を失いポイ

ントが 10 点分引かれます。 

 

これを建物タイルのいずれかの山が０枚になるか、文明カードの残り枚数が４枚未満とな

るまで繰り返します。 

〈魅力〉 

このゲームの魅力は建物タイルや文明カード、相手の資源や点数の状況から、ワーカーをど

こに置くかを考えるワーカープレイスメントゲームとしての戦略性を持ちながら、それと

同時に資源の獲得量やいつどんな文明カードや建物タイルがめくれるかというような運要

素をほどよく持っている点です。これにより、普段ワーカープレイスメントゲームをやらな

いプレイヤーともカジュアルに楽しむことが出来ます。特に金に大量の人間コマを置いて

ダイスの目が上振れて資源を大量に獲得できたときには、大きく盛り上がるでしょう。最近

では、BGA でもこのゲームを楽しむことが出来るので、ボードゲームをやっていない知り

合いと一緒に遊ぶにはもってこいと言えます。 
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[タイトル]ドミニオン 

[制作] Rio Grande Games 

[プレイ人数]2~4 

[プレイ時間] 約３０分 

[概要] 

ドミニオンは自分のデッキを構築しより多くの勝利点を集めることを目的としたゲームで

す。 

初期の山札は１勝利点の屋敷３枚と銅貨７枚です。 

カードの種類は主にカードを購入するときに使う銅貨、銀貨、金貨の財宝カード、ゲーム終

了時にこの得点が多いプレイヤーが勝つ勝利点カード、様々な種類の効果を持つ王国カー

ド、アクションカードの効果によって捨て札に加わる負の勝利点である呪いカード等があ

ります。王国カードは様々なカードの中から１０種ゲームに使われるものが選ばれます。 

初期手札は５枚で自分のターンにはアクションフェイズ、購入フェイズ、クリーンアップフ

ェイズを順に行います。アクションフェイズではカードを使用して様々なアクションを行

えます。アクション権は１ターンに１度ですがアクションカード効果によって増やすこと

もできます。購入フェイズでは財宝カードを使用してカードを購入することができます。購

入できるカードは１ターンに１枚ですがアクションカードの効果によって増やすこともで

きます。また、アクションカードの中には財宝の代わりの価値を持つものもあります。購入

したカードは捨て札に行きます。 

クリーンアップフェイズでは残りの手札とアクションフェイズや購入フェイズで使用した

カードを捨て札に置き新たにカードを５枚引きます。山札がなくなった場合は捨て札をシ

ャッフルして山札にします。 

共通のサプライの山札は２人プレイ時には１勝利点の屋敷８枚、３勝利点の公領８枚、６勝

利点の属州８枚、呪い１０枚、王国カード１０種それぞれ１０枚、４人プレイ時には１勝利

点の屋敷１２枚、３勝利点の公領１２枚、６勝利点の属州１２枚、呪い３０枚、王国カード

１０種それぞれ１０枚、 

合計３つの共通のサプライの山札がなくなるか最も高い６勝利点を持つ属州の共通のサプ

ライの山ふだがなくなった時点でゲームは終了します。 

 

[戦略] 

このゲームの勝敗はゲーム終了時の勝利点で決まりますが、序盤から勝利点カードを集め

ていると勝利点カードはゲーム中には何の効果もないためデッキのまわりが悪くなります。

カードゲームにおいてはドローカードは明らかに便利なのですが王国カードのアクション

カードの中にはドローをするだけでアクション権を増やすことができず、アクションで使

用したら次のアクションにつなげることのできないカードもあります。また逆にアクショ

ン権を増やすことはできますがそのカードの効果ではドローできないカードもあり、この
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ようなカードが手札に来るとアクション権を増やすことはできるけれでも次のアクション

カードが引けず次のアクションができないこともあります。アクション権を増やすことも

ドローすることもできる便利なカードもありますが、そのようなカードばかりではなく片

方の効果しか持たないカードも多く存在するので、アクション権を増やすカードとドロー

カードをバランスよく購入するのが大事だと思います。また、終盤自分のポイントが周りよ

り高いときにゲームを終わらせたいわけなので購入権を増やせるカードや金貨、アクショ

ンによって財宝の代わりとなるカードを集めてデッキを強化する速度を速めたり、好きな

タイミングにゲームを終わらせやすくしたりするのも重要だと思います。 

 

文責: D.S 

 

 


